
日程
 2020年4月11日（土）、 5月 9日（土）、 6月13日（土）、 7月11日（土）、
       9月12日（土）、10月10日（土）、11月14日（土）、12月12日（土）、
 2021年1月 9日（土）、 2月13日（土）、 3月13日（土）

時間 9:00～12:00

内容

平尾台の散策コースの点検・整備（案内板の補修、草刈、ゴミ拾い）、駐車場の整備、
平尾台の生物多様性を守るため、セイタカアワダチソウやオオキンケイギク、オオブタクサ
など外来種の駆除や竹林伐採などの作業を行います。
登山者をやさしく、わかりやすくサポートします。雨天中止。

定員 なし　　※ 高校生以上

料金 無料（交通費等支給なし）

持参品 ハイキング・作業のできる服装、昼食、飲料、軍手、タオル、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 各開催予定日の10日前まで必着

2020年度平尾台自然観察センターイベント案内

　　　みなさまのお申し込みをお待ちしております！

　◆イベントへのご参加は、原則小学生以上となっております。ただし、ケイビング（洞窟探検）は
　　小学4年生以上が対象です。

　◆小中学生のお子様には、必ず保護者の方の参加が必要です。

　　　詳細はお問合せください。

ボランティア活動：　散策コース整備ボランティア

　　　　　　　　　ご同行予定の皆様には、代表者さまよりご連絡をお願い致します。

　　　　　　　「返信用の文面」：

　　　　　　　　　白紙のまま、何も記入せずにお送りください。

　　　広報は、主に北九州市政だよりにて行っていますが、

　　　北九州市以外に在住の方も、もちろんご参加いただけます。

　　　　　　　　　漏れがあると、受付できない場合がございますのでご注意ください。

　　　　　　　　　電話番号は、お持ちであれば、携帯電話もなるべくご記入ください。

　　　　　　　「返信用の宛名面」：

　　　　　　　　　お申し込みグループの代表者さまのご住所、お名前をご記入ください。

　　　　　　　　　返信用葉書にて抽選の結果および諸注意事項をお知らせ致します。

　　　　　　　　　抽選はグループごとに行われます。

　　　　　　　「往信用の宛名面」：

　　　　　　　　　〒803-0180小倉南区平尾台1-4-40

　　　　　　　　　平尾台自然観察センターイベント係

　　　　　　　「往信用の文面」：

　　　　　　　　　まず、参加希望のイベント名をご記入ください。

　　　　　　　　　応募者全員の氏名（ふりがな）、性別、年齢、住所、電話番号を記入してください。

イベントのお申し込み方法について

　◆各イベントは、開催日から約1ヶ月前（目安）に、北九州市政だより等にて募集を行います。
　◆締め切りは、開催日の約10日前（目安）です。
　　　　※上記は目安です。各回詳細やご不明な点など、お電話やメール等でお問合せください。

　◆イベントの申し込みは、全て「往復はがき」にて受け付けています。
　　　　往復はがきへの記入事項： 　　※１枚の往復はがきで、１イベントの申し込みです。
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日程

  　　  4月17日（金）、21日（火）、24日（金）、30日（木）
　　　  5月15日（金）、20日（水）、26日（火）、29日（金）
　　　  6月 4日（木）、10日（水）、18日（木）、23日（火）、26日（金）
　　　  7月 1日（水）、 8日（水）、15日（水）
　　　  9月16日（水）、24日（木）、30日（水）
       10月 2日（金）、 7日（水）、13日（火）、16日（金）、22日（木）
　　　  　　27日（火）
       11月 6日（金）、10日（火）、18日（水）

時間 9:00～12:00

内容 平尾台の駐車場や主な散策道の草刈を行います。（草刈機使用）　　雨天中止

定員 なし　　　※ 大学生以上

料金 無料（交通費等支給なし）

持参品 ハイキング・作業のできる服装、昼食、飲料、軍手、タオル、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 各開催予定日の10日前まで必着

日程 2020年4月12日（日）

時間 9：00～15：30

内容 水晶山への尾根道からの展望と地質の変化を楽しみます。　　　　雨天中止

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、昼
食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年4月2日（木）必着

日程 2020年4月18日（土）

時間 9：30～15：00

内容 早春の野草（オキナグサなど）を観察します。　　　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年4月8日（水）必着

ボランティア活動：　草刈りボランティア

一般イベント：　水晶山登山

一般イベント：　早春の野草観察会
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日程 2020年4月26日（日）

時間 9：00～15：00

内容 芳ヶ谷から急坂を登り雄大な展望を味わう。　　　雨天中止

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、昼
食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年4月16日（木）必着

日程 2020年5月10日（日）

時間 9：00～16：00

内容 七ツ森のスダジイの巨木に会いにいきます　　　　　　　　　雨天中止

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、昼
食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年4月30日（木）必着

日程 2020年5月17日（日）

時間 9：30～15：00

内容 シランなどの春の野草を観察します。　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年5月7日（木）必着

一般イベント：　春の野草観察会

一般イベント：　桶ヶ辻急坂登山（芳ヶ谷コース：中級）

一般イベント：　七ツ森巨木観賞登山（中級）
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日程 2020年5月31日（日）

時間 9：30～15：00

内容
鍾乳洞の中を探検する初心者ケイビング体験。
全身ずぶぬれ＆泥だらけで楽しみましょう。　　　　小雨実施

料金 小中学生　500円、　１５歳以上（中学生は除く）　1,500円

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ケイビングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、沢のぼり用の靴や
ウォーターシューズがお勧め]・長袖・長ズボン）、滑り止め付きの軍手、あれば肘・膝用サ
ポーター、タオル、全身の着替え、汚れ物を入れるビニール袋、昼食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年5月21日（木）必着

日程 2020年6月7日（日）

時間 9：30～15：00

内容 初夏の大平山からの展望と野草を楽しむ登山です。　　　雨天中止

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、昼
食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年5月28日(木)必着

日程 2020年6月21日（日）

時間 9：30～15：00

内容 ノハナショウブなどの広谷湿原の野草を観察します。　　　　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年6月11日（木）必着

一般イベント：　鍾乳洞探検（目白洞）

一般イベント：　大平山登山

一般イベント：　広谷湿原野草観察会
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日程 2020年7月12日（日）

時間 9：30～14：00

内容 梅雨期のきのこを観察します。　　　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン）、帽子、軍手、タオル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年7月2日（木）必着

日程 2020年7月23日（木）

時間 9：00～16：00

内容
こどもたちだけで、カルスト台地平尾台を学ぶ『日帰り自然体験学習』です。
                                                                                            　　　　　雨天中止

料金 2,000円（昼食代を含む）

定員 小学校4～6年生　30名（抽選）　保護者の参加は必要ありませんが、送迎が必要です。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、参加者氏名、保護者氏名、年齢、性別、住所、電話番号
を記入してください。

応募〆切 2020年7月13日（月）必着

日程 2020年8月9日（日）

時間 8：30～12：00

内容 ノヒメユリなどの夏の野草を観察します。　　　　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年7月30日（木）必着

一般イベント：　夏の野草観察会

一般イベント：　きのこ観察会

(仮)一般イベント：　平尾台ふしぎ発見隊（キッズレンジャー）
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日程 2020年8月10日（月）

時間 8：30～12：00

内容
平尾台自然の郷の調整池の水生生物を捕獲して見学します。　　　雨天中止
　※ 捕獲した生物を持ち帰る事は出来ません。

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品 水に濡れても良い服装（着替えをお持ち下さい）、日焼け止め、帽子、軍手、タオル、飲料

料金 入園及び、参加料無料　　　駐車場利用料：普通車300円/台、大型1,000円/台必要

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年7月31日（金）必着

集合場所 平尾台自然の郷　北九州市小倉南区平尾台1-1-1　tel.093-452-2715

日程 2020年8月12日（水）

時間 19：00～22：00

内容

毎年この頃に極大を迎えるペルセウス座流星群を観察します。
流星の他にも、天体望遠鏡で星空を観察することが出来る天体イベントです。
平尾台は市街地の光も届き難く、天体観測には最適な場所です。
「平尾台自然の郷」園内には、トイレや室内休憩所もあり、お子様連れでも安心してお楽し
みいただけます。
雨天中止

定員 定員なし　※中学生以下、要保護者同伴

持参品
虫刺されやダニ避けに、長袖・長ズボン推奨。あればレジャーシート、懐中電灯。必要な
方は、夕食・飲料など。

料金 入園及び、参加料無料　　　駐車場利用料：普通車300円/台、大型1,000円/台必要

申込方法 応募の必要なし。「平尾台自然の郷」園内より、自由見学となります。

集合場所 平尾台自然の郷　北九州市小倉南区平尾台1-1-1　tel.093-452-2715

一般イベント：　(仮)平尾台の水生生物観察会

一般イベント：　(仮)ペルセウス座流星群観賞会

6 ページ



日程 2020年8月23日（日）

時間 9：30～14：30

内容
鍾乳洞の中を探検する初心者ケイビング体験。
全身ずぶぬれ＆泥だらけで楽しみましょう。　　　　雨天実施

料金 小中学生　500円、　１５歳以上（中学生は除く）　1,500円

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ケイビングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、沢のぼり用の靴や
ウォーターシューズがお勧め]・長袖・長ズボン）、滑り止め付きの軍手、あれば肘・膝用サ
ポーター、タオル、全身の着替え、汚れ物を入れるビニール袋、昼食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年8月13日（木）必着

日程 2020年8月30日（日）

時間 9：00～12：00

内容 竪穴に迷い込んだ生き物を観察します。　　　　　　小雨実施

定員 小中学生　300円、 １５歳以上（中学生は除く）　500円

料金 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
動きやすく、汚れても良い服装（汚れても良い運動靴・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷
防止のため）、帽子、軍手、タオル、飲料、雨具、懐中電灯やキャップライトなどなど

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年8月20日（木）必着

日程 2020年9月9日（水）

時間 9：30～15：00

内容 初秋の野草を観察しながらハイキング。　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年8月30日（日）必着

一般イベント：　鍾乳洞探検（不動洞）

一般イベント：　洞窟で生き物観察（牡鹿洞）

一般イベント：　初秋の野草観察会
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日程 2020年9月13日（日）

時間 9：00～14：30

内容
鍾乳洞の中を探検する初心者ケイビング体験。
全身ずぶぬれ＆泥だらけで楽しみましょう。　　　　小雨実施

料金 小中学生　500円、　１５歳以上（中学生は除く）　1,500円

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ケイビングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、沢のぼり用の靴や
ウォーターシューズがお勧め]・長袖・長ズボン）、滑り止め付きの軍手、あれば肘・膝用サ
ポーター、タオル、全身の着替え、汚れ物を入れるビニール袋、昼食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年9月3日（木）必着

日程 2020年9月20日（日）

時間 8：30～15：30

内容 企救富士と呼ばれる貫山へ、展望と野草を観賞しながら登ります。　　　　雨天中止

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、昼
食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年9月10日（木）必着

日程 2020年10月11日（日）

時間 9：30～15：00

内容 広谷台の展望と青龍窟の巨大ホールを楽しむハイキング。　　雨天中止

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年10月1日（木）必着

一般イベント：　鍾乳洞探検（目白洞）

一般イベント：　貫山展望登山(中級)

一般イベント：　青龍窟と広谷台を巡るハイキング
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日程 2020年10月25日（日）

時間 9：30～15：00

内容 ウメバチソウなど、晩秋の野草を観察しながらハイキング。　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年10月15日（木）必着

日程 2020年11月8日（日）

時間 9：30～14：00

内容 晩秋のきのこを観察します。　　小雨実施

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、昼食、飲料、雨具など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年10月29日（木）必着

日程 2020年11月22日（日）

時間 13：30～16：00

内容 平尾台南側ルートを眺めながらのハイキングをします。　　　　雨天中止

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、飲料
など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年11月12日（木）必着

一般イベント：　晩秋の野草観察会

一般イベント：　晩秋のきのこ観察会

一般イベント：　光水岩溝とラクダ山ハイキング
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日程 2020年12月6日（日）

時間 9：30～15：30

内容 冬の平尾台カルストを楽しみながら九州自然歩道を歩きます。　　　　　　雨天中止

定員 小学4年生以上　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
登山のできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキングシュー
ズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオル、昼
食、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年11月26日（木）必着

日程 2021年1月10日（日）

時間 13：30～15：30

内容 鍾乳洞に棲むコウモリなどの洞窟性生物を観察します。　　　　　雨天実施

料金 小中学生　300円、１５歳以上（中学生は除く）　500円

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
動きやすく、汚れても良い服装、帽子、軍手、タオル、飲料、雨具、懐中電灯やキャップラ
イトなど

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2020年12月25日（金）必着

日程 2021年1月24日（日）

時間 13：00～15：30

内容 平尾台の冬の風穴を観察しながらのハイキング。　　　雨天中止

定員 一般（小学生以上）　20名（抽選） ※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、飲料など

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2021年1月14日（木）必着

一般イベント：　九州自然歩道（カルスト台地）登山（中級）

一般イベント：　鍾乳洞コウモリ観察会（牡鹿）

一般イベント：　真冬の風穴巡りハイキング
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日程 2021年2月7日（日）

時間 13：30～15：30

内容 鍾乳洞に棲むコウモリなどの洞窟性生物を観察します。　　　　　　雨天実施

料金 小中学生　300円、１５歳以上（中学生は除く）　500円

定員 一般（小学生以上）　30名（抽選）　※小中学生は、保護者の参加も必要。

持参品
動きやすく、汚れても良い服装、帽子、軍手、タオル、飲料、雨具、懐中電灯やキャップラ
イトなど

申込方法
往復ハガキに、イベント名、応募者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入して
ください。

応募〆切 2021年1月28日（木）必着

日程 2021年3月20日（土）

時間 10：00～13：00

内容
みんなの平尾台、みんなの手できれいにする清掃活動
参加者には、ぜんざいの振る舞いがあります。ふるってご参加下さい。
天候不良時：3月21日（日）に延期

定員 なし

持参品
ハイキングのできる服装（汚れても良い運動靴 [お持ちであれば、登山靴やトレッキング
シューズがお勧め]・長袖・長ズボン※虫刺され・切り傷防止のため）、帽子、軍手、タオ
ル、飲料など

申込方法
当日受付もできます。
事前予約は、電話・電子メール・FAX・往復ハガキなどで受け付けます。イベント名、応募
者全員の氏名、年齢、性別、住所、電話番号を記入してください。

応募〆切 2021年3月10日（水）必着

一般イベント：　鍾乳洞コウモリ観察会（牡鹿）

一般イベント：　平尾台クリーン大作戦！
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